
株式会社　エイ・エム・ズィー　2018年7月　価格改定リスト

生産エリア
生産者名

/AOC
商品名（カナ） 色 内容量 ビンテージ 上代価格 新上代

ボルドー アントル・ドゥ・メール シャトー・マルジョス・ブラン 白 750 2009 ¥2,420 ¥2,500

ボルドー オー・メドック エリタージュ・ド・シャス・スプリーン 赤 375 2014 ¥2,170 ¥2,330

ボルドー オー・メドック シャトー・ベルナドット 赤 375 2011 ¥2,330 ¥2,500

ボルドー オー・メドック ヴォワイヤージュ・ド・ラネッサン 赤 750 2011 ¥2,580 ¥2,670

ボルドー オー・メドック コント・ド・セネジャック 赤 750 2006 ¥2,330 ¥2,500

ボルドー オー・メドック シャトー・セネジャック 赤 750 2012 ¥3,170 ¥3,330

ボルドー オー・メドック シャトー・ベルナドット 赤 750 2010 ¥4,670 ¥4,830

ボルドー オー・メドック シャトー・ポントワーズ・カバリュ 赤 750 2006 ¥3,500 ¥3,670

ボルドー オー・メドック シャトー・ラリヴォー 赤 750 2011 ¥2,970 ¥3,170

ボルドー オー・メドック ラ・クロズリー・ド・カマンサック 赤 750 2010 ¥3,970 ¥4,170

ボルドー オー・メドック ラ・クロズリー・ド・カマンサック 赤 750 2011 ¥3,250 ¥3,500

ボルドー オー・メドック ラ・クロズリー・ド・カマンサック 赤 750 2012 ¥3,300 ¥3,500

ボルドー オー・メドック ラ・クロズリー・ド・カマンサック 赤 750 2013 ¥3,000 ¥3,170

ボルドー オー・メドック ラ・ドゥモワゼル・ドー・ペイラ 赤 750 2010 ¥2,920 ¥3,000

ボルドー オー・メドック ル・バロン・ド・マルレ 赤 750 2012 ¥2,670 ¥2,830

ボルドー オー・メドック レ・ザレ・ド・カントメルル 赤 750 2011 ¥3,470 ¥3,670

ボルドー オー・メドック レ・ザレ・ド・カントメルル 赤 750 2013 ¥3,330 ¥3,500

ボルドー オー・メドック レ・ザレ・ド・カントメルル 赤 750 2014 ¥3,500 ¥3,670

ボルドー カディヤック・コート・ド・ボルドー シャトー・レ・トゥーレル 白 750 2010 ¥3,330 ¥3,500

ボルドー グラーヴ シャトー・シャントグリヴ・ルージュ 赤 375 2012 ¥2,130 ¥2,250

ボルドー グラーヴ シャトー・ムータン・ブラン 白 750 2013 ¥3,170 ¥3,330

ボルドー コート・ド・カスティヨン シャトー・ローサック 赤 750 2002 ¥3,500 ¥3,670

ボルドー コート・ド・フラン シャトー・レ・シャルム・ゴダール・ブラン 白 750 2009 ¥3,920 ¥4,170

ボルドー サン・ジュリアン シャトー・デュクリュ・ボーカイユ 赤 750 2011 ¥21,670 ¥22,830

ボルドー サン・テステフ サン・テステフ・ド・カロン・セギュール 赤 750 2013 ¥4,670 ¥4,830

ボルドー サン・テステフ シャトー・カロン・セギュール 赤 750 2007 ¥22,580 ¥23,830

ボルドー サン・テステフ シャトー・カロン・セギュール 赤 750 2008 ¥23,330 ¥24,500

ボルドー サン・テステフ シャトー・カロン・セギュール 赤 750 2011 ¥18,670 ¥19,670

ボルドー サン・テミリオン シャトー・コート・ド・バロー 赤 750 2006 ¥4,420 ¥4,670

ボルドー サン・テミリオン プレリュード・ド・フォンブロージュ 赤 750 2014 ¥3,500 ¥3,670

ボルドー バルザック シャトー・クーテ 白 750 2002 ¥5,580 ¥5,830

ボルドー ブライ・コート・ド・ボルドー シャトー・ベル・コリーヌ 赤 750 2012 ¥3,670 ¥3,830

ボルドー ブライ・コート・ド・ボルドー シャトー・ベル・コリーヌ 赤 750 2013 ¥3,670 ¥3,830

ボルドー フロンサック シャトー・ヴィラール 赤 750 2006 ¥2,830 ¥3,000

ボルドー ポイヤック エコー・ド・ランシュ・バージュ 赤 750 2011 ¥8,000 ¥8,500



生産エリア
生産者名

/AOC
商品名（カナ） 色 内容量 ビンテージ 上代価格 新上代

ボルドー ポイヤック レゼルヴ・ド・ラ・コンテス 赤 750 2014 ¥7,330 ¥7,670

ボルドー ポムロール シャトー・ボー・ソレイユ 赤 750 2012 ¥4,920 ¥5,170

ボルドー ボルドー シャトー・マルジョス・ルージュ 赤 750 2012 ¥2,580 ¥2,670

ボルドー ボルドー シャトー・レ・トゥーレル・ルージュ 赤 750 2014 ¥1,920 ¥2,000

ボルドー ボルドー スタール・バイ・スータール 赤 750 2014 ¥2,250 ¥2,330

ボルドー ボルドー・シュペリュール シャトー・ボーリュー・コント・ド・タスト 赤 750 2006 ¥3,330 ¥3,500

ボルドー ボルドー・セック クロ・デ・リュヌ・リュヌ・ブランシュ 白 750 2015 ¥2,830 ¥3,000

ボルドー ボルドー・セック シャトー・テューレイ・ブラン 白 750 2013 ¥2,170 ¥2,330

ボルドー ボルドー・セック シャトー・レ・トゥーレル・ブラン 白 750 2014 ¥1,920 ¥2,000

ボルドー ボルドー・セック シャトー・レ・トゥーレル・ブラン 白 750 2016 ¥1,920 ¥2,000

ボルドー マルゴー バロン・ド・ブラーヌ 赤 750 2014 ¥5,330 ¥5,670

ボルドー ムーリ シャトー・ジャンデル 赤 750 2002 ¥3,580 ¥3,830

ボルドー ムーリ シャトー・モーヴザン・バルトン 赤 750 2011 ¥3,750 ¥4,000

ボルドー ムーリ ラ・サル・ド・シャトー・プジョー 赤 750 2013 ¥3,250 ¥3,500

ボルドー メドック ラ・シャペル・ド・ポタンサック 赤 375 2013 ¥1,830 ¥2,000

ボルドー メドック シャトー・ポタンサック 赤 750 2012 ¥4,670 ¥4,830

ボルドー メドック ラ・シャペル・ド・ポタンサック 赤 750 2007 ¥2,830 ¥3,000

ボルドー メドック ラ・シャペル・ド・ポタンサック 赤 750 2012 ¥2,750 ¥3,000

ボルドー メドック ロワラック 赤 750 2004 ¥2,080 ¥2,170

ボルドー リストラック・メドック シャトー・フルカ・デュプレ 赤 750 2013 ¥3,000 ¥3,170

ボルドー リストラック・メドック シャトー・レスタージュ・シェーヌ・ベッソン 赤 750 2002 ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ アンドレ・ボノム ヴィレ・クレッセ・ヴィエイユ・ヴィ－ニュ 白 375 2015 ¥2,170 ¥2,330

ブルゴーニュ アンドレ・ボノム ヴィレ・クレッセ・シュクセ・ドートンヌ・ヴァンダンジュ・タルディヴ 白 500 2006 ¥6,330 ¥6,670

ブルゴーニュ アンドレ・ボノム フィーヌ・ド・ブルゴーニュ その他 700 - ¥9,500 ¥10,000

ブルゴーニュ アンドレ・ボノム マール・ド・ブルゴーニュ その他 700 - ¥9,330 ¥9,830

ブルゴーニュ アンドレ・ボノム ヴィレ・クレッセ・ヴィエイユ・ヴィ－ニュ 白 750 2016 ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ アンドレ・ボノム ヴィレ・クレッセ・オマージュ・ア・ジゼル・ボノム 白 750 2015 ¥9,500 ¥10,000

ブルゴーニュ アンドレ・ボノム ヴィレ・クレッセ・トラディシオン・レ・ピエール・ブランシュ 白 750 2016 ¥3,250 ¥3,500

ブルゴーニュ アンドレ・ボノム マコン・ヴィラージュ 白 750 2015 ¥2,830 ¥3,000

ブルゴーニュ アンドレ・ボノム マコン・ヴィラージュ 白 750 2016 ¥3,000 ¥3,170

ブルゴーニュ カーヴ・ド・リュニー ブルゴーニュ・シャルドネ 白 750 2015 ¥2,250 ¥2,330

ブルゴーニュ カーヴ・ド・リュニー ブルゴーニュ・ピノ・ノワール 赤 750 2014 ¥2,250 ¥2,330

ブルゴーニュ カーヴ・ド・リュニー ブルゴーニュ・ピノ・ノワール 赤 750 2015 ¥2,250 ¥2,330

ブルゴーニュ カーヴ・ド・ローランス クレマン・ド・ブルゴーニュ 泡白 750 - ¥2,500 ¥2,670

ブルゴーニュ クリストフ・ブリチェック シャンボール・ミュズィニー 赤 750 2015 ¥7,100 ¥7,500

ブルゴーニュ クリストフ・ブリチェック ジュヴレ・シャンベルタン・オー・エシェゾー 赤 750 2015 ¥7,100 ¥7,500

ブルゴーニュ クリストフ・ブリチェック モレ・サン・ドニ・クロ・ソロン 赤 750 2015 ¥7,100 ¥7,500



生産エリア
生産者名

/AOC
商品名（カナ） 色 内容量 ビンテージ 上代価格 新上代

ブルゴーニュ クリストフ・ブリチェック モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・キュヴェ・デュ・ジャン・ポール 赤 750 2014 ¥9,170 ¥9,670

ブルゴーニュ クリストフ・ブリチェック モレ・サン・ドニ・プルミエ・クリュ・キュヴェ・デュ・ジャン・ポール 赤 750 2015 ¥10,000 ¥10,500

ブルゴーニュ シモーヌ・トランブレイ シャブリ 白 750 2014 ¥3,750 ¥4,000

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ジュヴレ・シャンベルタン・キュヴェ・ド・シャン・シェニ 赤 375 2013 ¥5,500 ¥5,830

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ジュヴレ・シャンベルタン・キュヴェ・ド・シャン・シェニ 赤 375 2014 ¥5,750 ¥6,000

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ブルゴーニュ・ルージュ・キュヴェ・ド・プレソニエール 赤 375 2013 ¥2,670 ¥2,830

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ブルゴーニュ・ルージュ・キュヴェ・ド・プレソニエール 赤 375 2014 ¥2,750 ¥2,830

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ブルゴーニュ・アリゴテ 白 750 2014 ¥3,000 ¥3,170

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ブルゴーニュ・ブラン 白 750 2014 ¥4,000 ¥4,170

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ マルサネ・ブラン 白 750 2012 ¥5,670 ¥6,000

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ マルサネ・ブラン 白 750 2013 ¥5,830 ¥6,170

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ マルサネ・ブラン 白 750 2014 ¥6,000 ¥6,330

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ 赤 750 2014 ¥6,500 ¥6,830

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ コトー・ブルギニョン 赤 750 2014 ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ シャルム・シャンベルタン・トレ・ヴィエイユ・ヴィーニュ 赤 750 2013 ¥41,670 ¥43,830

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ シャルム・シャンベルタン・トレ・ヴィエイユ・ヴィーニュ 赤 750 2014 ¥47,500 ¥50,000

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ジュヴレ・シャンベルタン 赤 750 2014 ¥9,000 ¥9,500

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ジュヴレ・シャンベルタン・キュヴェ・ド・シャン・シェニ 赤 750 2014 ¥10,000 ¥10,500

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ジュヴレ・シャンベルタン・キュヴェ・ド・ラ・ブリュネル 赤 750 2013 ¥10,170 ¥10,670

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ジュヴレ・シャンベルタン・キュヴェ・ド・ラ・ブリュネル 赤 750 2014 ¥10,500 ¥11,000

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ジュヴレ・シャンベルタン・クロ・プリュール・バ 赤 750 2012 ¥10,500 ¥11,000

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・レ・フォントニ 赤 750 2013 ¥19,170 ¥20,170

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・レ・フォントニ 赤 750 2014 ¥20,000 ¥21,000

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ ブルゴーニュ・ルージュ・キュヴェ・ド・プレソニエール 赤 750 2014 ¥4,500 ¥4,670

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ マジ・シャンベルタン 赤 750 2013 ¥43,330 ¥50,000

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ マジ・シャンベルタン 赤 750 2014 ¥47,500 ¥50,000

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ マルサネ・アン・ウズロワ 赤 750 2013 ¥6,500 ¥6,830

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ マルサネ・アン・ウズロワ 赤 750 2014 ¥6,500 ¥6,830

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ マルサネ・シャン・サン・エティエンヌ 赤 750 2014 ¥6,500 ¥6,830

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ マルサネ・ボワヴァン 赤 750 2013 ¥6,670 ¥7,000

ブルゴーニュ ジョゼフ・ロティ マルサネ・ボワヴァン 赤 750 2014 ¥6,500 ¥6,830

ブルゴーニュ トマ・モレ ブルゴーニュ・ピノ・ノワール 赤 750 2013 ¥3,670 ¥3,830

ブルゴーニュ フィリップ・ブズロー ブルゴーニュ・シャルドネ 白 750 2015 ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ フィリップ・ブズロー ムルソー・プルミエ・クリュ・シャルム 白 750 2015 ¥11,170 ¥11,830

ブルゴーニュ フィリップ・ブズロー ムルソー・レ・グラン・シャロン 白 750 2015 ¥6,330 ¥6,670

ブルゴーニュ フィリップ・ブズロー ブルゴーニュ・ピノ・ノワール 赤 750 2014 ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ フィリップ・ブズロー ブルゴーニュ・ピノ・ノワール 赤 750 2015 ¥3,500 ¥3,670



生産エリア
生産者名

/AOC
商品名（カナ） 色 内容量 ビンテージ 上代価格 新上代

ブルゴーニュ フィリップ・ブズロー クレマン・ド・ブルゴーニュ 泡白 750 - ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ フィリップ・ロティ コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ 赤 750 2012 ¥6,500 ¥6,830

ブルゴーニュ フィリップ・ロティ コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ 赤 750 2013 ¥6,670 ¥7,000

ブルゴーニュ フィリップ・ロティ マルサネ・シャン・サン・エティエンヌ 赤 750 2010 ¥6,330 ¥6,670

ブルゴーニュ フィリップ・ロティ マルサネ・シャン・サン・エティエンヌ 赤 750 2012 ¥6,170 ¥6,500

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ピュリニー・モンラッシェ 白 750 2015 ¥9,670 ¥10,170

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ピュリニー・モンラッシェ 白 750 2016 ¥9,500 ¥10,000

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・クロ・デ・フォラティエール 白 750 2016 ¥13,000 ¥13,670

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・クロ・ド・ラ・ガレンヌ 白 750 2016 ¥13,000 ¥13,670

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・シャリュモー 白 750 2016 ¥13,000 ¥13,670

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・シャン・カネ・クロ・ド・ラ・ジャクロット 白 750 2016 ¥13,000 ¥13,670

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・ピュセル 白 750 2016 ¥20,000 ¥21,000

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ブルゴーニュ・アリゴテ 白 750 2013 ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ブルゴーニュ・アリゴテ 白 750 2014 ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ブルゴーニュ・アリゴテ 白 750 2015 ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ブルゴーニュ・アリゴテ 白 750 2016 ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ブルゴーニュ・シャルドネ 白 750 2015 ¥4,000 ¥4,170

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ブルゴーニュ・シャルドネ 白 750 2016 ¥4,000 ¥4,170

ブルゴーニュ ポール・ペルノ ムルソー・ブラニー・プルミエ・クリュ・ラ・ピエス・スー・ル・ボア 白 750 2016 ¥11,250 ¥11,830

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ブルゴーニュ・アリゴテ 白 750 2015 ¥2,800 ¥3,000

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ブラン・プレスティジュ・ル・プリュール 白 750 2015 ¥4,250 ¥4,500

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ブルゴーニュ・シャルドネ 白 750 2015 ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ マルサネ・ブラン・クロ・デュ・ロワ 白 750 2015 ¥6,000 ¥6,330

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ヴージョ・プルミエ・クリュ・レ・クラ 赤 750 2015 ¥16,500 ¥17,330

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ヴォーヌ・ロマネ 赤 750 2015 ¥10,250 ¥10,830

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ヴォーヌ・ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・オルヴォー 赤 750 2015 ¥16,000 ¥16,830

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ エシェゾー・ラ・グランド・コンプリカシオン 赤 750 2013 ¥30,000 ¥31,500

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ エシェゾー・ラ・グランド・コンプリカシオン 赤 750 2014 ¥30,000 ¥31,500

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ エシェゾー・ラ・グランド・コンプリカシオン 赤 750 2015 ¥35,000 ¥36,830

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ クロ・ド・ヴージョ 赤 750 2015 ¥28,000 ¥26,330

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ コトー・ブルギニョン・ラ・シュペルブ 赤 750 2014 ¥2,300 ¥2,500

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ コトー・ブルギニョン・ラ・シュペルブ 赤 750 2015 ¥2,300 ¥2,500

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ サヴィニー・レ・ボーヌ・プルミエ・クリュ・レ・ナルバントン 赤 750 2015 ¥8,300 ¥8,670

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ シャボール・ミュズィニー 赤 750 2015 ¥11,000 ¥11,500

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ジュヴレ・シャンベルタン 赤 750 2015 ¥11,000 ¥11,500

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ フィサン 赤 750 2015 ¥7,000 ¥7,330

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ フィサン・ヴィエイユ・ヴィーニュ 赤 750 2015 ¥7,500 ¥7,830



生産エリア
生産者名

/AOC
商品名（カナ） 色 内容量 ビンテージ 上代価格 新上代

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ブランルージュ・ラ・クロワ 赤 750 2015 ¥4,250 ¥4,500

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ・ラ・クロワ 赤 750 2013 ¥4,170 ¥4,330

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ブルゴーニュ・パストゥグラン・ル・リベルタン 赤 750 2014 ¥2,500 ¥2,670

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ブルゴーニュ・パストゥグラン・ル・リベルタン 赤 750 2015 ¥2,600 ¥2,670

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ブルゴーニュ・ピノ・ノワール 赤 750 2015 ¥3,600 ¥3,830

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・キュヴェ・サピデュス 赤 750 2013 ¥3,830 ¥4,000

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・キュヴェ・サピデュス 赤 750 2015 ¥4,000 ¥4,170

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ ペルナン・ヴェルジュレス・プルミエ・クリュ・レ・ヴェルジュレス 赤 750 2015 ¥8,300 ¥8,670

ブルゴーニュ モンジャール・ミュニュレ クレマン・ド・ブルゴーニュ・キュヴェ・クロエ 泡白 750 - ¥3,920 ¥4,170

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス コルトン・シャルルマーニュ・ディアマン・ジュビレ 白 750 2011 ¥26,330 ¥27,500

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス コルトン・シャルルマーニュ・ディアマン・ジュビレ 白 750 2015 ¥23,000 ¥24,170

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ジヴリー・ブラン・ル・プレフェール・デュ・ロワ・アンリ４世 白 750 2012 ¥4,000 ¥4,170

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ジヴリー・ブラン・ル・プレフェール・デュ・ロワ・アンリ４世 白 750 2014 ¥4,000 ¥4,330

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・モルジョ 白 750 2014 ¥12,000 ¥12,670

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・ラ・マルトロワ 白 750 2014 ¥12,000 ¥12,670

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス シャサーニュ・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・レ・マシュレル 白 750 2010 ¥12,000 ¥12,670

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ピュリニー・モンラッシェ・プルミエ・クリュ・スー・ル・ピュイ 白 750 2013 ¥11,830 ¥12,500

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス プイィ・フュイッセ 白 750 2014 ¥4,670 ¥5,000

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ブルゴーニュ・ブラン・セニュリエ・ド・ポサンジュ 白 750 2015 ¥3,250 ¥3,500

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ブルゴーニュ・ブラン・ルノメ 白 750 2011 ¥3,830 ¥3,670

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ブルゴーニュ・ブラン・ルノメ 白 750 2015 ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ムルソー・キュヴェ・モーリス・シュヴァリエ 白 750 2011 ¥8,500 ¥9,000

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ムルソー・キュヴェ・ロパン・オスピス・ド・ボーヌ 白 750 2006 ¥15,830 ¥16,670

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ムルソー・プルミエ・クリュ・ジュヌヴリエール 白 750 2011 ¥14,500 ¥15,330

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ムルソー・プルミエ・クリュ・ブラニー 白 750 2010 ¥13,000 ¥13,670

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ムルソー・プルミエ・クリュ・レ・ペリエール 白 750 2014 ¥17,000 ¥18,000

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス モンラッシェ・ドメーヌ・テナール 白 750 2011 ¥132,500 ¥138,330

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス リュリー・ブラン 白 750 2014 ¥3,830 ¥4,000

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス リュリー・ブラン 白 750 2015 ¥4,000 ¥4,170

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス クロ・ヴージョ 赤 750 2008 ¥30,000 ¥31,500

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス コート・ド・ニュイ・ヴィラージュ 赤 750 2014 ¥5,000 ¥5,330

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ジヴリー・ルージュ・ル・プレフェール・デュ・ロワ・アンリ４世 赤 750 2014 ¥4,500 ¥4,670

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ショレイ・レ・ボーヌ 赤 750 2014 ¥4,500 ¥4,670

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ブルゴーニュ・ルージュ・ルノメ 赤 750 2007 ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ブルゴーニュ・ルージュ・ルノメ 赤 750 2011 ¥3,330 ¥3,670

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ブルゴーニュ・ルージュ・ルノメ 赤 750 2014 ¥3,500 ¥3,670

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス ボーヌ・プルミエ・クリュ・シュヴァリエ・ド・ラルクビュゼ 赤 750 2011 ¥7,000 ¥7,330



生産エリア
生産者名

/AOC
商品名（カナ） 色 内容量 ビンテージ 上代価格 新上代

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス（ドメーヌ） ボーヌ・ブラン・モンターニュ・サン・デジレ 白 750 2014 ¥8,000 ¥8,500

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス（ドメーヌ） ヴォーヌ・ロマネ 赤 750 2014 ¥10,000 ¥10,500

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス（ドメーヌ） ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・トリオ 赤 750 2012 ¥13,000 ¥13,670

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス（ドメーヌ） ジュヴレ・シャンベルタン・プルミエ・クリュ・トリオ 赤 750 2014 ¥14,500 ¥15,330

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス（ドメーヌ） ボーヌ・プルミエ・クリュ・トゥーロン 赤 750 2012 ¥8,000 ¥8,500

ブルゴーニュ ルモワスネ・ペール・エ・フィス（ドメーヌ） ボーヌ・プルミエ・クリュ・マルコネ 赤 750 2014 ¥9,000 ¥9,500

ブルゴーニュ ロベール・シリュグ ブルゴーニュ・アリゴテ 白 750 2015 ¥2,670 ¥2,830

ブルゴーニュ ロベール・シリュグ ヴォーヌ・ロマネ 赤 750 2014 ¥9,670 ¥10,170

ブルゴーニュ ロベール・シリュグ ヴォーヌ・ロマネ 赤 750 2015 ¥9,670 ¥10,170

ブルゴーニュ ロベール・シリュグ ブルゴーニュ・パストゥグラン 赤 750 2014 ¥3,000 ¥3,170

ブルゴーニュ ロベール・シリュグ ブルゴーニュ・パストゥグラン・ロゼ ロゼ 750 2016 ¥2,920 ¥3,000

シャンパーニュ Ｊ.ラサール キュヴェ・プレフェランス・ブリュット 泡白 375 - ¥3,270 ¥3,500

シャンパーニュ Ｊ.ラサール キュヴェ・アンジェリーヌ・ブリュット 泡白 750 2009 ¥14,170 ¥20,000

シャンパーニュ Ｊ.ラサール キュヴェ・スペシャル・ブリュット(木箱入り） 泡白 750 2005 ¥13,500 ¥14,170

シャンパーニュ Ｊ.ラサール キュヴェ・ブラン・ド・ブラン・ブリュット 泡白 750 2008 ¥11,000 ¥11,500

シャンパーニュ Ｊ.ラサール キュヴェ・プレフェランス・ブリュット 泡白 750 - ¥5,330 ¥5,670

シャンパーニュ Ｊ.ラサール キュヴェ・プレフェランス・ブリュット　ギフトボックス入り 泡白 750 - ¥5,580 ¥5,920

シャンパーニュ Ｊ.ラサール スペシャルクラブ・ブリュット 泡白 750 2007 ¥11,500 ¥15,000

シャンパーニュ Ｊ.ラサール スペシャルクラブ・ブリュット 泡白 750 2008 ¥11,500 ¥15,000

シャンパーニュ Ｊ.ラサール キュヴェ・スペシャル・ブリュット・ロゼ(木箱入り） 泡ロゼ 750 - ¥15,000 ¥15,830

シャンパーニュ Ｊ.ラサール キュヴェ・プレフェランス・ブリュット 泡白 1500 - ¥12,670 ¥13,330

シャンパーニュ Ｊ.ラサール キュヴェ・プレフェランス・ブリュット 泡白 3000 - ¥45,000 ¥47,330

シャンパーニュ ピエール・ジモネ ブリュット・キュイ・プルミエ・クリュ 泡白 375 - ¥3,000 ¥3,170

シャンパーニュ ピエール・ジモネ スペシャルクラブ・ブリュット 泡白 750 2010 ¥10,000 ¥15,000

シャンパーニュ ピエール・ジモネ パラドクス・プルミエ・クリュ 泡白 750 2007 ¥7,000 ¥7,330

シャンパーニュ ピエール・ジモネ パラドクス・プルミエ・クリュ 泡白 750 2008 ¥7,000 ¥7,330

シャンパーニュ ピエール・ジモネ ブリュット・キュイ・プルミエ・クリュ 泡白 750 - ¥5,000 ¥5,500

シャンパーニュ ピエール・ジモネ ブリュット・フルーロン 泡白 750 2009 ¥7,670 ¥8,000

シャンパーニュ ピエール・ジモネ ブリュット・フルーロン 泡白 750 2010 ¥7,670 ¥8,000

シャンパーニュ ピエール・ジモネ ロゼ・ド・ブラン・ブリュット 泡ロゼ 750 - ¥7,000 ¥7,330

シャンパーニュ ピエール・ジモネ ブリュット・キュイ・プルミエ・クリュ 泡白 1500 - ¥12,500 ¥13,170

シャンパーニュ ピエール・ジモネ ブリュット・キュイ・プルミエ・クリュ(箱入り） 泡白 1500 - ¥13,000 ¥13,670

シャンパーニュ ピエール・ジモネ ミレジム・ド・コレクション・ヴィエイユ・ヴィーニュ 泡白 1500 2005 ¥25,000 ¥26,330

シャンパーニュ ピエール・ジモネ ミレジム・ド・コレクション・ヴィエイユ・ヴィーニュ 泡白 1500 2006 ¥25,000 ¥26,330

シャンパーニュ ラミアブル ブリュット・グラン・クリュ 泡白 375 - ¥3,000 ¥3,170

シャンパーニュ ラミアブル キュヴェ・エリアド 泡白 750 2009 ¥12,500 ¥13,170

シャンパーニュ ラミアブル キュヴェ・フィーリー・ミレジム 泡白 750 2007 ¥9,000 ¥9,500
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シャンパーニュ ラミアブル キュヴェ・レ・メレーヌ・ブラン・ド・ノワール 泡白 750 2009 ¥7,830 ¥8,330

シャンパーニュ ラミアブル ブリュット・グラン・クリュ 泡白 750 - ¥5,000 ¥5,330

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ 赤 375 2013 ¥4,330 ¥4,500

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ・ブラン 白 750 2013 ¥8,500 ¥9,000

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ・ブラン 白 750 2015 ¥8,330 ¥8,830

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ・ブラン・プレスティジュ 白 750 2014 ¥15,830 ¥16,670

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス ヴァン・ド・ペイ・テール・ド・ブシェール 赤 750 2014 ¥2,500 ¥2,670

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ・テール・ダルジール 赤 750 2014 ¥3,500 ¥3,670

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ・テール・ダルジール 赤 750 2015 ¥3,500 ¥3,670

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス コート・デュ・ローヌ・ルージュ 赤 750 2014 ¥2,500 ¥2,670

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス コート・デュ・ローヌ・ルージュ 赤 750 2015 ¥2,500 ¥2,670

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス コート・デュ・ローヌ・レ・ガリグ 赤 750 2012 ¥6,670 ¥7,000

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ 赤 750 2014 ¥7,000 ¥7,330

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ 赤 750 2015 ¥7,000 ¥7,330

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ・ヴィエイユ・ヴィーニュ 赤 750 2011 ¥15,000 ¥15,830

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ・ヴィエイユ・ヴィーニュ 赤 750 2013 ¥14,830 ¥15,670

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ・ヴィエイユ・ヴィーニュ 赤 750 2014 ¥14,170 ¥14,830

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ・キュヴェ・ショーパン 赤 750 2013 ¥10,500 ¥11,000

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ・キュヴェ・ショーパン 赤 750 2014 ¥10,000 ¥10,500

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス コート・デュ・ローヌ・ルージュ 赤 1500 2013 ¥4,830 ¥5,170

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ・ヴィエイユ・ヴィーニュ 赤 1500 2012 ¥32,330 ¥34,000

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ・ヴィエイユ・ヴィーニュ 赤 1500 2013 ¥30,000 ¥31,500

ローヌ ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス シャトーヌフ・デュ・パプ・ヴィエイユ・ヴィーニュ 赤 1500 2014 ¥30,000 ¥31,500

ローヌ ブティノ キュヴェ・ジャン・ポール・ルージュ 赤 750 2015 ¥1,330 ¥1,420

ローヌ ブティノ キュヴェ・ジャン・ポール・ルージュ 赤 750 2016 ¥1,330 ¥1,420

ローヌ ブティノ コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ・レ・コトー 赤 750 2014 ¥2,170 ¥2,330

ロワール Ｊ.ムーラ コレクション・ブラン・ヴァル・ド・ロワール 白 750 2012 ¥2,250 ¥2,330

ロワール アッケルマン・レミー・パニエ マルキ・ド・ラ・クール 泡白 750 - ¥2,080 ¥2,170

ロワール グラシアン・メイエ キュヴェ・ニコラ・フランソワ・ブリュット 泡白 750 - ¥2,080 ¥2,170

ロワール グラシアン・メイエ キュヴェ・ニコラ・フランソワ・ブリュット・ロゼ 泡ロゼ 750 - ¥2,080 ¥2,170

ロワール ジャン・パビオ サンセール・ブラン・ラ・メリズィエール 白 750 2015 ¥3,330 ¥3,500

ロワール ジャン・パビオ プイィ・フュメ・ドメーヌ・デ・ファン・カイヨ 白 750 2016 ¥3,330 ¥3,500

オーヴェルニュ カーヴ・サン・ヴェルニ ピュイ・ド・ドーム・シャルドネ 白 750 2015 ¥1,980 ¥2,170

オーヴェルニュ カーヴ・サン・ヴェルニ ピュイ・ド・ドーム・シャルドネ 白 750 2016 ¥1,980 ¥2,170

オーヴェルニュ カーヴ・サン・ヴェルニ ル・シャルドネ　梨ラベル 白 750 2016 ¥1,980 ¥2,170

オーヴェルニュ カーヴ・サン・ヴェルニ ル・シャルドネ　梨ラベル 白 750 2017 ¥1,980 ¥2,170

オーヴェルニュ カーヴ・サン・ヴェルニ ピュイ・ド・ドーム・ピノ・ノワール 赤 750 2013 ¥1,980 ¥2,170
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オーヴェルニュ カーヴ・サン・ヴェルニ ピュイ・ド・ドーム・ピノ・ノワール 赤 750 2015 ¥1,980 ¥2,170

オーヴェルニュ カーヴ・サン・ヴェルニ ル・ピノ・ノワール　さくらんぼラベル 赤 750 2016 ¥1,980 ¥2,170

ラングドック＆ルーシヨン コリーヌ・ド・リロンデル オワゾー 赤 750 2011 ¥2,750 ¥2,830

ラングドック＆ルーシヨン コリーヌ・ド・リロンデル カリニャン　１５１５ 赤 750 2011 ¥3,250 ¥3,500

ラングドック＆ルーシヨン コリーヌ・ド・リロンデル ココリコ 赤 750 2012 ¥2,500 ¥2,670

ラングドック＆ルーシヨン ドメーヌ・ド・ヴェディラン ヴィオニエ 白 750 2016 ¥1,670 ¥1,830

ラングドック＆ルーシヨン ドメーヌ・ド・ヴェディラン セリカ・ヴィオニエ 白 750 2016 ¥1,830 ¥2,000

ラングドック＆ルーシヨン ドメーヌ・ド・ガブラ カリムール 赤 750 2011 ¥3,920 ¥4,170

ラングドック＆ルーシヨン ドメーヌ・ド・ガブラ キュヴェ・ジュリエット 赤 750 2013 ¥3,170 ¥3,330

ラングドック＆ルーシヨン ドメーヌ・ド・ガブラ キュヴェ・ジュリエット 赤 750 2014 ¥3,170 ¥3,330

ラングドック＆ルーシヨン ドメーヌ・ド・ガブラ サン・シニアン・キュヴェ・トラディシオン 赤 750 2015 ¥2,170 ¥2,330

ラングドック＆ルーシヨン ドメーヌ・ド・ガブラ テール・ルージュ 赤 750 2015 ¥2,580 ¥2,670

ラングドック＆ルーシヨン ブティノ レ・ヴォレ・シャルドネ 白 750 2015 ¥1,670 ¥1,830

ラングドック＆ルーシヨン ブティノ レ・ヴォレ・ピノ・ノワール 赤 750 2014 ¥1,670 ¥1,830

ラングドック＆ルーシヨン ブティノ レ・ヴォレ・ピノ・ノワール 赤 750 2016 ¥1,670 ¥1,830

ラングドック＆ルーシヨン ムーラン・ド・ガサック シャルドネ 白 750 2015 ¥1,580 ¥1,670

ラングドック＆ルーシヨン ムーラン・ド・ガサック シャルドネ（ブルゴーニュ・ボトル） 白 750 2016 ¥1,580 ¥1,670

ラングドック＆ルーシヨン ムーラン・ド・ガサック ソーヴィニョン・ブラン（ブルゴーニュボトル） 白 750 2016 ¥1,580 ¥1,670

ラングドック＆ルーシヨン ムーラン・ド・ガサック フィガロ・ブラン 白 750 2015 ¥1,320 ¥1,500

ラングドック＆ルーシヨン ムーラン・ド・ガサック フィガロ・ブラン（ブルゴーニュ・ボトル） 白 750 2015 ¥1,320 ¥1,500

ラングドック＆ルーシヨン ムーラン・ド・ガサック フィガロ・ブラン（ブルゴーニュ・ボトル） 白 750 2016 ¥1,320 ¥1,500

ラングドック＆ルーシヨン ムーラン・ド・ガサック フィガロ・ブラン（ブルゴーニュ・ボトル）（大宮シール付） 白 750 2015 ¥1,320 ¥1,500

ラングドック＆ルーシヨン ムーラン・ド・ガサック カベルネ・ソーヴィニョン 赤 750 2015 ¥1,580 ¥1,670

ラングドック＆ルーシヨン ムーラン・ド・ガサック カベルネ・ソーヴィニョン（ブルゴーニュ・ボトル） 赤 750 2016 ¥1,580 ¥1,670

イタリア アバッツィア モスカート・スプマンテ　ブルーボトル 泡白 750 - ¥1,800 ¥1,830

イタリア アバッツィア モスカート・ダスティ 泡白 750 2015 ¥2,000 ¥2,170

チリ チリアン　ワイン＆ブティノ エル・ヴィエホ・デル・ヴァル・ソーヴィニョン・グリ 白 750 2016 ¥1,420 ¥1,500

チリ チリアン　ワイン＆ブティノ ベルフラワー・ピノ・グリージョ 白 750 2014 ¥1,420 ¥1,500

チリ チリアン　ワイン＆ブティノ ムーチョ・マ・シャルドネ 白 750 2014 ¥1,420 ¥1,500

チリ チリアン　ワイン＆ブティノ ムーチョ・マ・カベルネ・ソーヴィニョン 赤 750 2013 ¥1,420 ¥1,500

ニュージーランド モコ・ブラック ソーヴィニョン・ブラン 白 750 2015 ¥2,500 ¥2,670

ニュージーランド モコ・ブラック ピノ・ノワール 赤 750 2014 ¥2,500 ¥2,670

南西地方 ブティノ キュヴェ・ジャン・ポール・ブラン 白 750 2015 ¥1,330 ¥1,420

南西地方 プレモン・プロデュクトゥール ボヌフォワ・コート・ド・ガスコーニュ・ルージュ 赤 750 2013 ¥1,670 ¥1,830


